
一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟（JPSF） 

競技会参加会員への登録案内 

（平成 28 年度版） 

 

１ 登録資格と登録受付窓口 

JPSF の競技会参加会員（以下「会員」とします。）登録は身体障害者手帳所持者（ただし、

内部障がいのみの場合は除きます）に限ります。 

JPSF の会員登録を希望する方は、住所地または勤務地を統括する６つの地域連盟を経由し

て会員登録をしてください。（別紙１参照） 

 

２ 平成２８年度の登録時期と登録期間 

 登録時期：平成２８年２月１日から４月３０日まで 

 登録期間：平成２８年４月１日から翌年３月３１日まで 

 

３ 会員種別と競技会等における所属名 

 （１）団体会員 

 １名以上の構成員が一つの団体名を使用して登録を行う会員です。 

 団体の構成員は同一の都道府県・政令指定都市に在住、または在勤し同じ施設で

練習を行っているもの同士で構成するものとします。ただし、近隣に練習環境が

整っていない場合、隣接都府県・政令指定都市の団体に所属することができます。 

 競技会等では「団体名略称」を使用して団体構成員の所属を表示します。団体名

略称は、団体の存ずる地域が類推できる名称を含め（推奨）、全角８文字以内（半

角１６文字以内）で団体名を表示するものとします。 

 

（２）個人会員 

 個人で登録を行う会員です。 

 競技会等での所属は、住所地の都道府県、政令指定都市名を表示します。 

 

４ JPSF の登録費用 

 （１）団体会員 

 団体名登録料  10,000 円 

 構成員登録料  3,000 円×（構成員数） 

（２）個人会員 

 個人登録料  3,000 円 

 

登録にあたっては、上記の金額にあわせて地域連盟への登録料が別途必要となります。地域

連盟登録料は各地域連盟にお問い合わせください。 

 



５ 登録に必要な届出事項 

 （１）団体会員（別紙、団体申込書、新規・追加登録一覧表参照） 

 団体の名称（前年度登録のあった団体名を他の団体は使用できません。団体名の

一覧は別紙２を参照） 

 事務所所在地 

 代表者の氏名及び住所 

 連絡責任者の氏名及び郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、メールアド

レス 

 構成員の氏名、生年月日、住所及び各人の所持する身体障害者手帳に記載された

障がい名及び障がい等級 

 その他 JPSF、地域連盟が指定する事項（登録申込書を参照） 

 

（２）個人会員（別紙、個人登録申込書参照） 

 氏名、生年月日及び住所 

 現在所持している身体障害者手帳に記載された障がい名及び障がい等級 

 その他 JPSF、地域連盟が指定する事項（登録申込書を参照） 

 

（３）登録申込み 

 申込書は指定の書式を使用してください。（JPSF ホームページより書式データの

ダウンロードができます。） 

 該当する地域連盟に「地域連盟登録料、送金方法、申込書の送付先」等を確認の

上、申込書を地域連盟に送付してください。 

 

６ 個人情報の取り扱い 

登録にあたって取得した個人情報については、日本身体障がい者水泳連盟のホームページ

（http://paraswim.jp/?page_id=1708）に掲載している「個人情報保護についての取り扱い

基本方針」に従って取り扱います。 

 

７ 登録時の注意事項 

 （１）二重登録の禁止 

 会員は、同一年度内の同時期に複数の団体の構成員にはなれません。 

 会員は、同一年度内の同時期に個人登録会員と団体の構成員にはなれません。 

 

（２）登録内容の変更届 

 同一年度内に会員の種別を変更する場合は、現状の登録を抹消し、新たに登録を

行ってください。（新たに登録料が必要になります。） 

 ５－（１）、５－（２）の届出内容が変更になった場合は、遅延なく JPSF 事務局

に届け出てください。 



 

８ 参加できる競技会等（年度初めに連盟関連行事予定をホームページで公表します。） 

 （１）水泳選手権大会、水泳競技大会 

 各地域連盟主催の水泳選手権大会、水泳競技大会 

 日本身体障がい者水泳選手権大会 

 ジャパンパラ水泳競技大会 

 記録会等 

＊ただし、各大会等の開催要綱に記載される参加資格規定を満たす必要があります。 

 

 （２）合宿、研修会等 

 当連盟主催の合宿、研修会等 

＊ただし、各合宿、研修会等の開催要綱に記載される参加資格規定を満たす必要があ

ります。 



（別紙1）

地域連盟名称 登録事務局担当者及び連絡先 統括地域

仙北屋　勉

tutomu_1008@yahoo.co.jp

前田　大介

dai-zen@ch-you.ne.jp

志賀　真弓

piisu-sc@ceres.ocn.ne.jp

川瀨　祐貴
（ファインプラザ大阪内）

support@ksfd.jpn.org

沖本　昭彦

donkyoyaji0401@yahoo.co.jp

岩佐　実郁
（福岡市立障がい者スポーツセンター内）

kyusyusfd@pc2000.jp

福田　直美

kyuburo@mqc.biglobe.ne.jp

*注１：静岡県は県域が東西に長く、関東圏、中京圏への活動、アクセスのしやすさを基準に関東連盟、中部
連盟のいずれかを選択できるものとする。（浜名湖または安部川を境の目安とする。）

JPSF加盟地域連盟登録事務局一覧（平成28年2月1日現在）

東北身体障害者水泳連盟

関東身体障害者水泳連盟

中部障がい者水泳連盟

近畿身体障害者水泳連盟

中国・四国身体障害者水泳連盟

九州障がい者水泳連盟

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

北海道、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、新潟県、富山県、山梨県、長野
県、静岡県（浜名湖以東*注１）

静岡県（浜名湖以西*注１）、石川
県、福井県、岐阜県、愛知県、三重
県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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（別紙2）

登録地域連盟 団体名 団体名略称
青森県身体障がい者水泳連盟 青森SC
岩手県障害者水泳協会 ドルフィンズ岩手
仙台チャレンジ ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 仙台チャレンジ
秋田県障害者水泳協会 秋田ブリコＳＣ
チェリースイマーズ クラブ 山形チェリーＳＣ
障がい者スポーツクラブ　チーム　ヴァルハラ 山形　ヴァルハラ
北海道身体障害者 ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 北海道身障ＳＣ
ＤＯ Ｓwimming Ｃlub 茨城ＤＯＳＣ
東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本
栃木とびうお 栃木とびうお
群馬障害者水泳協会 ぐんま障水協
千葉ミラクルズＳＣ 千葉ミラクルズ
トリトン スイミング クラブ 東京トリトン
東京ラッコ 東京ラッコ
東京 フォーティーシー 東京４ＴＣ
東日本電信電話株式会社 ＮＴＴ東日本
東京ＤＡＣ 東京ＤＡＣ
ＧＯＬＤＷＩＮ ＧＯＬＤＷＩＮ
東京ガス 東京ガス
株式会社NTTドコモ NTTドコモ
MINEMURA ParaSwimming Squad,Tokyo 峰村PSS東京
日出高等学校 東京日出高
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング 日鉄住金P＆E
EYアドバイザリー株式会社 EYA
avex avex
横浜ドリーマー ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 横浜ドリーマー
まんぼうサガミ まんぼうサガミ
横浜 Ｕ'７ 横浜 Ｕ'７
宮前ドルフィン 宮前ドルフィン
川崎水泳協会 川崎水泳協会
シグマクシス シグマクシス
横浜サクラ 横浜サクラ
八王子学園　八王子高等学校 八王子高等学校
桐蔭横浜大学 桐蔭横浜大学
Will Speed 新潟 WS新潟
長野県障害者水泳連盟 長野 ＳＳＣ
静岡 ﾊﾟｼﾌｨｯｸ・ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 静岡ぱしどる
ＮＰＯ法人　ブレイヴ・ドルフィンズ福井 ブレイヴ福井
Swimming Team　岐阜ＧＵＳＨ 岐阜ＧＵＳＨ
SPORTS LIFE COMMUNITY　＋F ＋F岐阜
ぺんぎん村水泳教室 浜松ぺんぎん村
岡崎竜城 スイミング クラブ 岡崎竜城 ＳＣ
ｽﾎﾟｰﾂ ｸﾗﾌﾞＮＡＳサンマルシェ 愛知 NAS ｻﾝﾏﾙｼｪ
愛知デンソー太陽　ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 愛知ﾃﾞﾝｿｰ太陽SC
愛知障がい者水泳　ぴぃーす　ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 愛知ぴぃーすＳＣ
愛知泳鬼会 愛知泳鬼会

平成27年度　JPSF競技会参加会員　団体会員一覧（平成28年1月26日作成）

東北身体障害者水泳連盟

関東身体障害者水泳連盟

中部障がい者水泳連盟
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登録地域連盟 団体名 団体名略称
滋賀友泳会 滋賀友泳会
京都障害者水泳 クラブ 京都 ＳＣ
大阪およごう会 大阪およごう会
大阪シーホースＳＣ 大阪シーホース
近畿大学 近畿大学
株式会社日阪製作所 HISAKA
神戸楽泳会 神戸楽泳会
兵庫県身体障害者水泳連盟 兵庫 ＳＣ
光都スポーツクラブ 光都ＳＣ
市川高等学校 市川高校
奈良身体障害者水泳クラブ 奈良フレンズ
島根県障害者水泳クラブ 島根あご ＳＣ
水泳同好会　ドルフィン 広島ドルフィン
マーメイド徳島 マーメイド徳島
さぬきスイマーズ クラブ さぬきスイマーズ
伊予かんえい会 伊予かんえい会
北九州健泳会 北九州健泳会
福岡 ｸﾛｰﾊﾞｰ ｼｬｰｸ ＳＣ 福岡シャークＳＣ
福岡スイマーズ 福岡スイマーズ
総合メディカル株式会社 総合メディカル
ワンダー・フォー九州スイミング ﾜﾝﾀﾞｰ･ﾌｫｰ九州
フェニックス　リゾート株式会社 宮崎シーガイア
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ｽｲﾐﾝｸﾞ ｽｸｰﾙ　長住 ＢＳ長住
福岡 ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ SC 福岡 ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ SC
自由ヶ丘高等学校 自由ヶ丘高校
福岡大学附属若葉高等学校 福大附若葉
長崎 ﾍﾟﾝｷﾞﾝ ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 長崎ペンギンＳＣ
熊本 ﾎｴｰﾙｽﾞ ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 熊本ホエールズ
ホンダアスリート　チーム ホンダアスリート
大分県障がい者水泳クラブ 大分PSC
宮崎うずら ｽｲﾐﾝｸﾞ ｸﾗﾌﾞ 宮崎うずら ＳＣ
西都 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 西都 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
寿デイサービス沖縄 寿デイ沖縄

中国四国身体障害者水泳連盟

九州障がい者水泳連盟

近畿身体障害者水泳連盟


	
	（別紙１）地域連盟一覧

	
	（別紙２）H27団体会員一覧


